
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久 SAA 

 合  唱   「我らの生業」 

 お客様紹介 稲富 正行 親睦活動委員 

*お客様はございませんでした。 

今後のプログラム予定 

8月 プログラム名 

第 2例会 8月 3日 

会員お祝い 

米山奨学生 李丹さん 

卓話 内藤会員 

理事役員会 

8月 10

日 
休 会 

出 席 報 告 川口 禮敬 出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 34 名 

8 名 

対象外 

（3） 

87.18％ 

欠 9 名 

対象外 

（4） 

MU0 名 

86.8

4

% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   朝倉 和信会員 

小林 敏伸会員  渡邉 新治会員  津田 篤志会員 

小島 徹 会員  叶野 聡 会員   志村 修司会員 

ニコニココーナー  佐川 陽子 SAA

（補） 
伊藤 稔会長：天候の悪い日が続いております。健康

には充分注意して下さい。 

長戸 隆彦幹事：本日、例会後クラブ協議会ありま

す！宜しくお願い致します。 

細山 勝三郎会員：いよいよ伊藤丸の出航です。クラ

ブライフ楽しみましょう。 

萩原 ひとみ会員：先週金曜のタウンニュースに抗菌

防護服を川崎市長へ寄贈の記事が載り

ました。次は二ケ領用水へ桜の植樹の打

合せ等に入ります。中川部屋の件、当ホ

テルでも千秋楽の宴会をしていただいた

ことがあり、川崎唯一の相撲部屋でした

のでとても残念です。 

井上 裕司会員：かねてより、病気療養中でした父 

井上郁行は去る 7月 7日永眠いたしまし

た。(享年 99歳)生前のご厚誼に深謝し、

心から御礼申し上げます。葬儀につきまし

ては、現在の社会情勢を鑑み 7月 10日

遺族のみ家族葬にて滞りなく執り行いまし

たことを謹んでお知らせ申し上げます。 

伊藤 文治会員：九州各地の大雨による災害、お見舞

い申し上げます。 

川口 禮敬会員：“うっとうしい”梅雨空ですが皆様お

元気ですか？ 

金子 利昭会員：今年度もよろしくお願い致します。 

市川 宏会員：子供達が運転免許を取ったのでワー

ゲンゴルフは子供達に与え、自分はフィ

アット アバルト 124スパイダーを買って

しまいました。因みにオープンカーです。 

会   長    伊藤 稔 

副 会 長    井上 裕司 
幹   事    長戸 隆彦 
S  A  A    鹿島 義久 
会報委員長   栗原 茂昭 
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鹿島 義久会員：本日委員長就任挨拶があります。

各委員長さんよろしくお願い致します。 

小泉 繁勝会員：各委員長さん、この時節ですが、よ

ろしくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：各委員長今年度よろしくお願い致

します。 

合計  12件 27,    17,000円 

累計  37件    48,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔 会長 

1. 地区より 2021 年台北国際大会の登録受付開始

のご連絡と関連資料が届いております。 

日 時：2021年 6月 12日〜16日 

2. 「二ケ領用水沿い桜並木の樹木更新・桜の植樹」

が 2020-21年度地区補助金プロジェクトに認定さ

れました。今後諸手続きを行ってプロジェクトを実

施していく予定です。会員皆様のご協力をお願い

いたします。地区補助金額 ＄2,400 

3. ロータリー囲碁同好会より「第 19 回ロータリー全

国囲碁大会」のご案内が届いております。 

日 時：10月 3日（土） 

場 所：東京 市ヶ谷の日本棋院本院 1F対局室 

幹 事 報 告 長戸 隆彦 幹事 

1. 例会変更 

   川崎西    7月 24日（金）  休会 

   川崎高津   7月 23日（水）→ 7/25（土）  

移動例会「献血運動」 

7月 30日（木）第 5週につき例会

なし 

             8月 13日（木）  休会 

   川崎マリーン  7月 23日（木）  休会 

   川崎幸      7月 24日（金）  休会 

             7月 31日（金）  創立記念夜

間移動例会 点鐘 18：00 

川崎日航ホテル 

8月 14日（金）  休会 

             8月 21日（金）  納涼大会 

 夜間移動例会 点鐘 18：00  

 川崎フロンティア 

  川崎大師     7月 22日（水）  休会 

             7月 29日（水）  暑気払い移動

例会 18：00〜                       

みやだい倶楽部 川崎区砂子

1-8-8 

＊7/29（水） メークアップデスクございます。 

川崎大師平間神社 

 

信徒会館 1Fステンドホール 12：00〜12：30 

＊2020-21年度例会場の変更 川崎大師平間 

寺 金剛閣 2F客殿 

川崎中原  7月 16日（木） 早朝例会を夜間

例会に変更 点鐘 18：30 

                     精養軒 

2. 会報受領 川崎とどろき RC  回覧いたします。 

3. 各ロータリークラブより 2020-21 年度役員・理事

決定のお知らせが届いております。回覧いたしま

す。 

4. 次週 7/21は休会です。 

5. 本日例会終了後、クラブ協議会①を開催いたし

ます。（精養軒 2F） 関係各位のご出席をお願い

致します。活動計画書をご持参願います。 

 

理事役員就任挨拶 

 

 
井上 裕司 副会長 

 

クラブ委員長就任挨拶 

 

 
親睦活動委員長 長谷山 尚城 会員 

 



 
プログラム委員長 内藤 幸彦 会員 

 

 
広報委員長 小丸 日出夫 会員 

 

 
クラブ会報記録・IT委員長 栗原 茂昭 会員 

 

 

 

 

 
出席委員長 川口 禮敬 会員 

 

 
米山記念奨学委員長 上原 伸一 会員 

 

 

クラブ戦略委員長 白井 正男 会員 

  



クラブ協議会 

 

 


